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参加申込みに関する問合わせ先
（パンフレット・専用振込用紙の請求先）
新庄ハーフマラソン大会パンフレット発送センター
〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9
TEL.０３-３７１４-７９２４

（平日10:00～17:00／土日、祝日を除く）

◎当地域の観光・宿泊に関する情報については、新庄観光協会 TEL.0233-22-2340へ。　　

大会に関する問い合わせ先
新庄ハーフマラソン大会実行委員会事務局
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10-37
新庄市社会教育課
TEL.0233-22-2111 （内線471・472）

（平日：10:00～17:00 ）
FAX.0233-23-5600
E-mail：syakaikyouiku@city.shinjo.yamagata.jp

【競技規則】
①この大会は、２０１７日本陸上競技連盟規則に準拠して実施します。
②交通事情、道路状況により、次のことにご留意ください。
・レース中、交通状況等により、走者を停止させ、車両の走行を優先さ

せる場合があります。なお、この措置による記録の修正等は行いま
せん。

・各種目とも制限時間以降は競技を終了します。係員の指示に従っ
て、競技を終了してください。

・「ハーフの部」には、制限時間、関門があります。また、コース上に設置
するチェックポイントを通過後、制限時間までに完走不可能と審判
が判断した場合は、レースを中断させることがあります。

 第１関門（10km地点）1時間10分
	 第２関門（15km地点）1時間50分
③コース内で災害・重大事故等の不測の事態が発生した場合、競技

を打ち切るとものとします。
④伴走車や応援車は認めません。
⑤各種目とも、スタート時刻経過後にスタートしたランナーは、失格とな

ります。
【記録計測】
①記録計測は、計測タグにより計測します。（ランナーズチップ：ＲＳタグ）
②大会本部で用意した計測タグを必ず装着し出走してください。計測タ

グは絶対に外さないでください。計測タグを装着しない場合、記録が
計測されませんので、ご注意ください。（記録無しとなります）

③ナンバーカード・計測タグは、９月２９日（金）までに郵送します。
　（９月１８日発送予定）
④計測タグは、ゴール後回収します。必ず返却してください。出走されな

かった方や、途中棄権された方も必ず返却願います。返却しなかった
場合や、紛失された場合は、実費（３００円）を負担していただきます。

⑤大会当日、ナンバーカードとランナーズチップ（ＲＳタグ）をお忘れに
なった場合、再発行手続きが必要になります。（手数料１，５００円）

【駐車場】
①大会当日、会場周辺及びマラソンコース周辺は交通規制を行いま

す。指定の駐車場をご利用ください。（ナンバーカード郵送時にご案
内します）

②申込時に必ず駐車場使用の有無を記入してください。
【そのほか】
①本大会は、１人１種目の参加とします。
②競技中の事故については応急措置のみとし、それ以上の責任は負

いません。
③参加者の傷害保険（見舞金制度）については、主催者側で加入します。
④参加者は、健康保険証を必ず持参してください。
⑤締切後の申込は、一切受付ません。

大会ホームページから
申込締切日▶平成29年８月２１日㈪

　パソコンまたは携帯から下記ＵＲＬにアクセスし、大会エントリー
ページの指示に従ってお申し込みください。支払方法は、お申し込み
の際にお選びいただけます。（クレジットカード、コンビニ、ＡＴＭなど）

http://www.shinjohalf.jp
※ＲＵＮＮＥＴへの会員登録（無料）が必要です。
※別途、エントリー手数料が必要です。
　（支払総額４，０００円まで２０５円、４，００１円以上５．１５％。税込）

郵便局（専用振替用紙）から
申込締切日▶平成２９年８月４日㈮

　専用振替用紙での申し込みを希望される場合は、返信用封
筒（切手貼付）を同封の上、パンフレット発送センターまでご請
求下さい。切手料金は請求部数によって異なりますのでお問
い合わせください。

新庄ハーフマラソン大会パンフレット発送センター
〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9

TEL０３-３７１４-７９２４
（平日10:00～17:00／土日、祝日を除く）

　専用振替用紙（コピー不可）に必要事項を記入の上、参加料を添
えて、ゆうちょ銀行または郵便局窓口でお申し込みください。また、確
認用にコピーを大会まで保存されることをおすすめします。
※別途振込手数料（１３０円）がかかります。

【申込規約】
※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。
１．自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入

金・重複入金の返金はいたしません。
２．地震・風水害・事件・事故・疾病等による開催縮小・中止、参加料返金の

有無・金額、通知方法等については、主催者が判断し、決定します。
３．私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会

に臨みます。大会中の傷病、事故、紛失等に対し、事故の責任において大
会に参加します。

４．私は、大会開催中に主催者から競技続行に支障があると判断された場合
は、主催者の競技中止の指示に従います。

５．私は、大会中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありま
せん。また、その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。

６．私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損
害賠償等の請求を行いません。大会開催中の事故・傷病への補償は大会
側が加入した保険の範囲内であることを了承します。

７．私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバー
（代表者エントリーの場合）は、本大会への参加を承諾しています。

８．年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はいたしま
せん。それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく
奪等、主催者の決定に従います。また、主催者が虚偽申告・代理出走者に
対する救護・返金等一切の責任を負わないことを了承します。

９．大会の映像・写真・記事・記録等（氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人
情報）が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・
利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者側に属
します。

10．大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則
ります。

11. 上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります（齟齬が
ある場合は大会規約を優先します）。

【個人情報の取扱いについて】
　主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関
連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱い
ます。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報
の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各位団体からのサービスの提供、
記録発表（ランキング等）に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申
込内容に関する確認連絡をさせていただくことをあります。

参加にあたっての留意事項

申込方法

第1回新庄ハーフマラソン大会
期日 平成29年10月7日㈯	雨天決行

会場 新庄東山総合運動公園（新庄市陸上競技場他）

種目 ハーフ（２１．０９7５ｋｍ）、１０ｋｍ、５ｋｍ、３ｋｍ、１ｋｍ、ウォーキング

ホームページからの申し込み：８月２１日㈪締切
郵便振替による申し込み：８月４日㈮締切（当日消印有効）

▪主催／ 新庄市、新庄市教育委員会、（一財）新庄市体育協会
　　　　 新庄地区陸上競技協会
▪主管／ 新庄ハーフマラソン大会実行委員会
▪後援／ 最上地区体育協会連絡協議会、最上地区各町村教育委員会 
 最上地区中学校体育連盟、最上地区小学校体育連盟
 山形新聞、山形放送
▪協賛／ ㈱明治、ミズノ㈱、㈱ジンズ、㈱マルイアミューズメント「ゼスト新庄店」
 夢コーポレーション㈱「夢屋新庄店」
▪運営協力／新庄警察署、最上広域市町村圏事務組合、新庄市区長
協議会、新庄商工会議所、新庄観光協会、㈱もがみ物産協会、新庄市商店会
連合会、（一社）新庄市最上郡医師会、新庄市スポーツ推進委員協議会、

（特非）新庄最上アスリートクラブ
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新庄ハーフマラソン大会概要

葛麓の空と大地に、アスリートの鼓動がこだまする。

コースメニューが豊富！
　ウォーキングからハーフまで、自分の体力・やる気に合わせたコースを選
べます。
　ランニングコースは、アップダウンの少ない平坦なコース。山々に囲まれ
た実り豊かな田園地帯は気持ち良さもバツグンです！
　レクリエーションを組み合わせたウォーキングコースも魅力満点です。

参加者サービスも充実！
　参加者全員に、参加賞として記念タオ
ル、スポーツドリンク「ザバスミルク」（株
式会社明治協賛）を進呈します。
　また、新庄の秋の味覚「いものこ汁」と

「おにぎり（つや姫）」を無料サービスし
ます。
　その他会場では飲食物等の物販ブー
スも出店します。

体育館を選手待機所に！
　新庄市体育館を選手の待機所として解放いたします。着替え等は、体
育館内に指定された更衣室をご利用ください。

正しいランニングフォームを
身に付けよう！
第一線で活躍するスポーツトレーナーによるラン
ニングクリニックを開催！
ア イウ エ ア ブ ランド：JINS が 開 発し た

「JINSMEME」を体感し、ランニングフォームを
チェック。効率的で、疲れにくく故障しづらい、理
想の走りを学べます。（株式会社ジンズ協賛）

齊藤邦秀さん
山形県最上町出身。医療分野とフィットネス・スポーツ分野をつなぐ存在として、全国各
地で、スポーツチーム・企業・行政等への講演活動や運動指導を行いながら、教育、プ
ログラム開発、TV・雑誌の監修等を行う。

徳本一善さん
１９７９年６月２２日生まれ、広島県出身。
法政大学時代は、１５００ｍ、５０００ｍ、１００００ｍで
活躍し、大学陸上界を代表とするランナーとなる。
2003年、2004年、日本選手権男子5000m 連覇
2006年世界クロスカントリー選手権日本代表
2007年東京マラソン５位入賞
駿河台大学陸上競技部監督、日清食品陸上競技
部（～２０１１）、法政大学陸上競技部（～２００１）

［ベストタイム］
３分４０秒４０（１５００ｍ）、１３分２６秒１９（５０００ｍ）、2８分１３秒２３（１００００ｍ）

【開催日】　平成29年10月7日㈯ 雨天決行
【開催地】　新庄東山総合運動公園（新庄市陸上競技場他）
【参加料】 一般 高校生 小中学生 ウォーキング

4,000円 2,000円 1,000円 1,000円

【参加定員】　1,500名（定員になり次第締切）
【当日スケジュール】　時間帯は変更になる場合もあります。詳しくは、ナンバーカード送付時の案内もしくは
大会プログラムでご確認ください。

7：00～ 受付開始（新庄市体育館）
8：10～ 開会式（主催者挨拶、ゲストランナー紹介等）参加賞引換 ※いものこ汁等は10:30～
9：00～ スタート（コース毎順次）

11：00～ ランニングクリニック、その他イベント（特産品等のプレゼント）

【表彰】  1～３位に表彰状・メダル・記念品を授与、4～６位に表彰状を授与。

種目 クラス
番号 部門 定員 №カード スタート

時間
スタート
地点 制限時間

1km

1 小学３年生男子

200名 １００～３００
（青）

9:00

陸上
競技場 なし

2 小学３年生女子 9:10

3 小学４年生男子 9:20

4 小学４年生女子 9:30

5 小学５年生男子 9:40

6 小学５年生女子 9:50

7 小学６年生男子 10:00

8 小学６年生女子 10:10

ハーフ

9 一般男子（18歳以上39歳以下）

600名 １０００～１６００
（オレンジ） 9:50 関屋

公民館前

２時間５０分

第１関門：
１時間１０分

第２関門：
１時間５０分

10 一般男子（40歳以上49歳以下）

11 一般男子（50歳以上）

12 一般女子（18歳以上39歳以下）

13 一般女子（40歳以上49歳以下）

14 一般女子（50歳以上）

種目 クラス
番号 部門 定員 №カード スタート

時間
スタート
地点 制限時間

10km

15 高校生男子

200名 ２０００～２２００
（緑） 10：00 関屋

公民館前

１時間２０分

第１関門
：４０分

16 一般男子（１８歳以上３９歳以下）
17 一般男子（４０歳以上４９歳以下）
18 一般男子（５０歳以上）
19 高校生女子
20 一般女子（１８歳以上３９歳以下）
21 一般女子（４０歳以上４９歳以下）
22 一般女子（５０歳以上）

5km

23 高校生男子

200名 ３０００～３２００
（紫） 10:10 関屋

公民館前 ４０分

24 一般男子（１８歳以上３９歳以下）
25 一般男子（４０歳以上４９歳以下）
26 一般男子（５０歳以上）
27 高校生女子
28 一般女子（１８歳以上３９歳以下）
29 一般女子（４０歳以上４９歳以下）
30 一般女子（５０歳以上）

3km
31 中学生男子

200名 ４０００～４２００
（ピンク）

10:20 関屋
公民館前 なし32 高校生女子 10:3033 中学生女子

ウォー キング 34 100名 ５０００～５１００（黄色） 9:30 陸上競技場 なし
※コースが一部変更になる場合もあります。

一般参加者には選べる景品も！
　一般参加者（高校生以下除く）の方に、新庄最上地域の特産物（5品
中1品を選択）をさしあげます。

❶地酒
米焼酎きらら７２０ｍｌ 1本

 ❷米処新庄の自慢の米
新庄産つや姫 １ｋｇ、新庄産さわのはな 600g

❸工芸品とそば
新庄東山焼皿 直径約21ｃｍ

新庄最上そば乾麺150g 2束

❹新庄銘菓
欧風せんべいあじさい

アーモンド３枚・ごま３枚
ひとくちくじらもち ５個

❺低糖質食品
山形さくらんぼ鶏スモーク

チキンささみ&手羽元
新庄の納豆ゴールドA 3パック
新庄地豆豆むすめ 1パック

にしおか すみこさん
１９７４年１１月１８日生まれ、千葉県出身。
テレビ東京「なないろ日和！」、千葉テレビ「熱血
BO-SO TV」のレギュラー出演をはじめ、TVリ
ポーターとしても活躍中。
フルマラソンの自己ベストは、２０１６年「つくばマ
ラソン」で記録した３時間１１分５８秒。２０１５年に
は「能代半島すずウルトラマラソン」１０0ｋｍ女子
の部へ出場し、部門２位の１０時間８分５５秒で
完走している。

ゲストランナーにしおかすみこさん、徳本一善さんとコースを走ろう!
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